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1.  平成26年3月期第1四半期の連結業績（平成25年4月1日～平成25年6月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は、対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

26年3月期第1四半期 3,833 △4.5 248 14.2 236 13.1 131 81.5
25年3月期第1四半期 4,013 △8.6 217 △31.8 209 △28.9 72 △44.7

（注）包括利益 26年3月期第1四半期 147百万円 （299.2％） 25年3月期第1四半期 36百万円 （△78.2％）

1株当たり四半期純利益 潜在株式調整後1株当たり四半期
純利益

円 銭 円 銭

26年3月期第1四半期 2.91 ―
25年3月期第1四半期 1.59 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

26年3月期第1四半期 19,152 11,102 58.0
25年3月期 18,942 11,205 59.2
（参考） 自己資本   26年3月期第1四半期  11,102百万円 25年3月期  11,205百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  無   

年間配当金
第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

25年3月期 ― ― ― 5.50 5.50
26年3月期 ―
26年3月期（予想） ― ― 5.50 5.50

3. 平成26年 3月期の連結業績予想（平成25年 4月 1日～平成26年 3月31日）  
（％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  無   

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 1株当たり当期
純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第2四半期(累計) 7,500 0.0 370 △12.4 320 △16.0 210 △19.2 4.64
通期 14,200 1.4 550 △10.8 490 △14.5 320 △27.3 7.06



(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  ：  無  

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  無  

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
 この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく
四半期連結財務諸表に対するレビュー手続が実施中です。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
（将来に関する記述等についてのご注意） 
 本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、その
達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。 

※  注記事項

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  無
② ①以外の会計方針の変更   ：  無
③ 会計上の見積りの変更   ：  無
④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 26年3月期1Q 46,230,000 株 25年3月期 46,230,000 株
② 期末自己株式数 26年3月期1Q 923,817 株 25年3月期 919,560 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期1Q 45,307,347 株 25年3月期1Q 45,756,456 株



   

   

○添付資料の目次

１．当四半期決算に関する定性的情報 ……………………………………………………………………………………  2

（１）経営成績に関する説明 ……………………………………………………………………………………………  2

（２）財政状態に関する説明 ……………………………………………………………………………………………  2

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 ………………………………………………………………  2

２．四半期連結財務諸表 ……………………………………………………………………………………………………  3

（１）四半期連結貸借対照表 ……………………………………………………………………………………………  3

（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 ………………………………………………………  5

四半期連結損益計算書    

第１四半期連結累計期間 ………………………………………………………………………………………  5

四半期連結包括利益計算書    

第１四半期連結累計期間 ………………………………………………………………………………………  6

（３）四半期連結財務諸表に関する注記事項 …………………………………………………………………………  7

（継続企業の前提に関する注記） …………………………………………………………………………………  7

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記） …………………………………………………………  7

（セグメント情報等） ………………………………………………………………………………………………  7



（１）経営成績に関する説明 

 当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、日本銀行の金融緩和策や政府の経済財政政策への期待感か

ら、株式市場の活況など一部に景気回復の兆しが見られましたが、円安による輸入価格の上昇や新興国経済の成長

鈍化など懸念材料もあり、依然として先行き不透明な状況で推移いたしました。個人消費につきましても、厳しい

雇用情勢、所得環境及び将来の生活への不安感を背景とした節約志向が根強く、本格的な回復には至っておりませ

ん。 

 このような状況のもと、当社グループでは、新製品の投入、販路の拡大、各種メディアを利用しての販売促進 

等、積極的な営業活動を展開いたしました。しかしながら、消費が全般的な力強さを欠いていることにより、需要

が比較的低価格の商品に集まったこと、加えて需要期である５月の低温により遮熱関連商品等の売上が減少したこ

とから、当第１四半期連結累計期間の売上高は、38億３千３百万円（前年同期比4.5％減）となりました。 

 収益面では、グループ企業一体となって経営の効率化に努めました結果、営業利益は２億４千８百万円（前年同

期比14.2％増）、経常利益は２億３千６百万円（前年同期比13.1％増）、四半期純利益は１億３千１百万円（前年

同期比81.5％増）となりました。 

 セグメントの業績は、次のとおりであります。 

＜塗料事業＞ 

 当事業は、当社の主力商品である家庭用塗料及び金属用・プラスチック用等の工業用塗料の製造及び販売並びに

塗装工事等を行っております。 

 当第１四半期連結累計期間におきましても、店頭での販売促進、店内シェアの拡大をはかるとともに、新規顧客

の獲得に向け積極的な営業活動を展開いたしました。その結果、一部では高価格帯でありながら売れ行きの好調な

商品もありましたが、全体として主力商品である家庭用塗料の売上が減少したことから、当事業全体の売上高は、

23億９千４百万円（前年同期比4.1％減）となりました。 

＜ＤＩＹ用品事業＞ 

 当事業は、プラスチック障子紙や遮熱シート等のインテリア用品、住宅用補修材やワックス等のハウスケア用品

及び園芸用品等の製造及び販売を行っております。 

 当事業におきましても、消費者ニーズに応えた新製品の投入や積極的な販売促進活動とともに、新規顧客への提

案営業等に注力いたしました。しかしながら、遮熱関連等のインテリア用品の売上が減少したことから、当事業全

体の売上高は、13億９千万円（前年同期比5.3％減）となりました。 

＜その他＞ 

 その他の事業は、物流サービス業及び賃貸業等を行っており、売上高は４千８百万円（前年同期比0.6％増）と

なりました。 

   

（２）財政状態に関する説明 

 当第１四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べて２億９百万円増加し、191億５千２百万円

となりました。負債は、前連結会計年度末に比べて３億１千２百万円増加し、80億４千９百万円となりました。純

資産は、前連結会計年度末に比べて１億２百万円減少し、111億２百万円となり、自己資本比率は58.0％（前連結

会計年度末は59.2％）となりました。   

    

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

 平成25年５月10日の「平成25年３月期 決算短信」で公表いたしました第２四半期連結累計期間及び通期の連結

業績予想に変更はありません。   

    

１．当四半期決算に関する定性的情報



２．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成25年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 5,794,385 5,330,693

受取手形及び売掛金 3,262,305 3,948,101

商品及び製品 2,493,565 2,318,613

仕掛品 30,014 31,067

原材料及び貯蔵品 239,088 246,388

前払費用 67,676 58,489

繰延税金資産 123,163 45,090

その他 97,191 106,424

貸倒引当金 △40,211 △48,184

流動資産合計 12,067,179 12,036,684

固定資産   

有形固定資産   

土地 3,584,064 3,583,968

その他（純額） 1,422,750 1,543,857

有形固定資産合計 5,006,815 5,127,826

無形固定資産 230,412 225,903

投資その他の資産 1,638,211 1,762,168

固定資産合計 6,875,439 7,115,899

資産合計 18,942,619 19,152,584

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,174,981 1,453,963

短期借入金 2,070,000 2,020,000

1年内償還予定の社債 500,000 500,000

未払法人税等 42,859 24,774

引当金 112,803 56,602

その他 559,849 725,794

流動負債合計 4,460,495 4,781,135

固定負債   

社債 1,000,000 1,000,000

長期借入金 900,000 900,000

退職給付引当金 725,644 720,796

役員退職慰労引当金 156,227 161,840

資産除去債務 65,974 65,981

その他 428,879 420,177

固定負債合計 3,276,726 3,268,796

負債合計 7,737,221 8,049,931



（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成25年６月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,869,017 5,869,017

資本剰余金 4,166,518 4,166,518

利益剰余金 1,274,280 1,157,027

自己株式 △131,189 △131,813

株主資本合計 11,178,627 11,060,750

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 26,769 41,902

その他の包括利益累計額合計 26,769 41,902

純資産合計 11,205,397 11,102,652

負債純資産合計 18,942,619 19,152,584



（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 
（四半期連結損益計算書） 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年６月30日) 

売上高 4,013,347 3,833,600

売上原価 2,620,350 2,518,508

売上総利益 1,392,997 1,315,091

販売費及び一般管理費 1,175,094 1,066,189

営業利益 217,903 248,902

営業外収益   

受取利息 12,566 12,113

受取配当金 10,656 10,480

受取地代家賃 45,418 43,238

その他 22,300 16,607

営業外収益合計 90,941 82,440

営業外費用   

支払利息 13,036 10,092

支払地代家賃及び減価償却費 60,401 66,257

その他 26,029 18,206

営業外費用合計 99,467 94,555

経常利益 209,377 236,786

特別損失   

投資有価証券評価損 72,356 －

特別損失合計 72,356 －

税金等調整前四半期純利益 137,021 236,786

法人税、住民税及び事業税 6,505 26,760

法人税等調整額 57,828 78,072

法人税等合計 64,334 104,833

少数株主損益調整前四半期純利益 72,687 131,953

四半期純利益 72,687 131,953



（四半期連結包括利益計算書） 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 72,687 131,953

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △35,846 15,132

その他の包括利益合計 △35,846 15,132

四半期包括利益 36,840 147,086

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 36,840 147,086



  該当事項はありません。 

     

  該当事項はありません。 

     

  セグメント情報 

Ⅰ 前第１四半期連結累計期間（自平成24年４月１日 至平成24年６月30日） 

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報  

（注）「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、物流サービス業及び賃貸業等を

含んでおります。  

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の

主な内容（差異調整に関する事項）  

  

（３）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

（セグメント情報等）

  （単位：千円）

  

報告セグメント 
その他 
（注） 

合計 
塗料事業 ＤＩＹ用品事業 計 

売上高           

外部顧客への売上高  2,496,207  1,468,610  3,964,818  48,529  4,013,347

セグメント間の内部売上高又は

振替高 
 3,018  －  3,018  －  3,018

計  2,499,225  1,468,610  3,967,836  48,529  4,016,366

セグメント利益  126,326  82,716  209,043  9,097  218,140

  （単位：千円）

利益 金額 

報告セグメント計  209,043

「その他」の区分の利益  9,097

セグメント間取引消去  △237

四半期連結損益計算書の営業利益  217,903



Ⅱ 当第１四半期連結累計期間（自平成25年４月１日 至平成25年６月30日） 

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報  

（注）「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、物流サービス業及び賃貸業等を

含んでおります。  

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の

主な内容（差異調整に関する事項）  

  

  （単位：千円）

  

報告セグメント 
その他 
（注） 

合計 
塗料事業 ＤＩＹ用品事業 計 

売上高           

外部顧客への売上高  2,394,662  1,390,103  3,784,765  48,835  3,833,600

セグメント間の内部売上高又は

振替高 
 1,711  －  1,711  －  1,711

計  2,396,373  1,390,103  3,786,476  48,835  3,835,311

セグメント利益  182,188  57,228  239,416  9,523  248,940

  （単位：千円）

利益 金額 

報告セグメント計  239,416

「その他」の区分の利益  9,523

セグメント間取引消去  △38

四半期連結損益計算書の営業利益  248,902
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